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本日の予定 

■会員卓話「1 年を振り返って」 

大橋みち子職業奉仕委員長／山腰すい社会奉仕委員長 

高橋采子国際奉仕委員長／武澤郁夫青少年奉仕委員長 

■月初めのお祝い 

♬ロータリーソング♬ 君が代、奉仕の理想、バースディソング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まもなく、1800 回を迎えるわけですが、記念に何かをとも思ってお

りますが、さておき、江口・須永年度が 35年目、最もメインでありま

す、地区大会、白戸仲久ガバナーの花道を飾るわけでありますが、私た

ちのクラブが、如何に応援できるか、これにつきましては、クラブきっ

ての緻密さを誇る、また、行動力のある、柿沼パスト会長が、中心にな

って進めておりますので、十二分に成功するものと思っております。こ

の後、柿沼パスト会長から、ご説明いただき、各会員の持ち場を確認し、

しっかりご協力いただきますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

例 会 風 景 

司会進行 海老沼堯 SAA 白戸輝子ソングリーダー 開会の点鐘 江口達司会長 

四つのテスト、古河東ロータリークラブソング 
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◆報告事項 

1．先日、23日の地区協議会、只今ご報告のありました、昨日の、地区大会記念ゴルフ大会、

ご参加、ご協力、大変ありがとうございます。 

2．本日は、ノバホールにて、古河中央 RCホストの地区大会リハーサルのため、山崎パスト

ガバナー、坂田地区副幹事、事務局の小林さんが、出張致しております。 

3．次週 5月 2日、連休の間ですが、通常通り例会を開催致しますので、ご出席方お願い致します。また、

11時から第 11回理事会が開催されますので、よろしくご出席願います。 

4．マイロータリーのプロフィール公開の作業、スキルと感心の項目、追加ボタンで選択し、鍵マークのし

まり鍵をクリックし、開け鍵にしますと、公開となります。この部分のみ公開することになります。よ

ろしく、ご協力くださいますようお願い致します。 

▮ 青少年奉仕委員会 武澤郁夫委員長 

古河地区ローターアクトクラブ例会出席報告。 

4月 21日(金)、坂田会員と私武澤で参加してきました。 

今回のプログラムは、ゲームに注目！ゲームの起源、社会に於ける注目、ゲームの歴史、等に

ついて、勉強してきました。実際に、ゲームに参加し、大いに盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

▮ 次期米山カウンセラー 星野龍肇次期カウンセラー 

4 月 16 日(日)、米山奨学生とカウンセラーのオリエンテーションに参加してまいりました。

当クラブの受け入れします奨学生と対面してまいりました。ダリナ オブホワさん、ロシア、

黒海に近い地域から、1992年生まれ、女性、筑波大学生物専攻、研究テーマが分子生物（タ

ンパク質分解）、だそうです。5月 9日の例会に出席致します。食べ物で、お肉が食べられないとのことで

すが、お刺身が好物だそうです。 

▮ ゴルフ同好会 古谷弘之会員 

昨日の地区大会記念ゴルフ大会、大利根カントリークラブに於いて、参加人数 250 名、男性

241名、女性 9名にて、新ペリア方式で開催されました。 

私たちのクラブから、柿沼利明会員、加藤奨一会員、福江眞隆会員、久野茂会員、坂田信夫会

員、小倉郁雄会員、松本竜次会員、古谷弘之会員、杉岡榮治会員、松本幸子会員が参加され、当クラブか

らの入賞者はおりませんでしたが、とび賞に小倉さん、松本さん、古谷が受賞致しました。楽しいひと時

を過ごしてまいりました。優勝は、水戸西ロータリークラブの小貫啓司さんでした。中には、グロス 73の

プレーヤーもいらっしゃいました。いるものですね。  

幹事 須永恵子 
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▮ 社会奉仕委員会 大橋みち子会員（山腰委員長代理） 

当クラブでも支援しております、NPO 法人こが里山を守る会

が、5 月 14 日(日)第 5 回自然環境観察会を開催致します。新緑

のきれいな自然の中、午前中は、観察会で、子供達に身近に感

じてもらい、午後からは、森のコンサートということで、幾つ

かの団体の演奏を楽しむことができます。場所は、小柳病院の

対面の北方向に入るＹ字道に入り、間もなく西方向に左折しますと会場にな

ります。毎月第 1、第 3日曜日には、下草刈りをしたりしています。是非参

加してくださいます様お願い致します。 

▮ 出席委員会 小林好子委員長 

◆5 月度出席予定表の回覧時に、ご記入方よろしくお願いいたします。ご記入後は小林までお

戻しください。 

◆委員会等開催致しました際には、別紙委員会開催報告書のご提出をお願い致します。また、

ゴルフ同好会、将棋同好会、いちご会等開催致しました際にも、開催報告書のご提出をお願いいたします。 

 

 

 

名前 メッセージ 

  
江口達司会長 

須永恵子幹事 

本日も、日中は暑く感じますが、朝晩はまだ少々寒くなります。お身体に気を付けて頂き

たいと思います。地区大会も、残すところ、１ヵ月となりました。 

柿沼利明パスト会長、お世話になります。卓話宜しくお願い致します。 

  
池田三郎 宜しく御願い致します。 

  
石川久 本日も宜しく御願い致します。 

  
板橋孝司 柿沼さん、卓話ご苦労様です。 

  
植木静子 柿沼パスト会長、お話楽しみにしています。 

  
江口紀久江 地区大会、準備等ご苦労様です。卓話宜しくお願い致します。 

皆さんで、協力の下、成功させましょう。 

  
海老沼堯 「地区大会」柿沼パスト会長、ご苦労様ですが、お願いします。 

  
大橋みち子 柿沼パスト会長、卓話楽しみにしております。 

お客様 1791 回（4/25）例会出席率報告 1789 回（4/11）修正出席率報告（前々回） 

 ①名誉会員を除く会員数 52 名 ①名誉会員を除く会員数 52 名 

②出席計算に用いた会員数 50 名 ②出席計算に用いた会員数 50 名 

③出席又は Make Up 会員数 40 名 ③出席又は Make Up 会員数 38 名 

④出席率 80.00％ ④出席率 76.00％ 

スマイル委員長 小山幸子 
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岡村裕太 天気も良く、気持ちの良い日ですね。柿沼パスト会長、宜しく御願い致します。 

  
小倉郁雄 柿沼利明パスト会長、第 4分区主催の地区大会のお話、卓話宜しく御願いします。 

  
柿沼利明 「地区大会にあたり」古河東ロータリークラブのお手伝い要項を、ご説明させていただきます。 

ご協力の程、宜しくお願い申し上げます 

  
木塚恵子 地区大会が成功するよう、卓話を聞いて、お役に立ちたいです。 

  
桑原正信 柿沼部会長、卓話楽しみです。皆様、お久しぶりです。 

ようやく、冬眠から覚めつつあります。よろしくお願いします。 

  
小林好子 地区大会に当たり、柿沼利明パスト会長、卓話宜しくお願い致します。 

  
小森谷久美 4月 23日の地区研修・協議会では、お世話になりました。 

今度は、地区大会ですね。気を引き締めて臨みます。 

  
小山幸子 柿沼利明パスト会長、卓話ありがとうございます。 

  
佐谷道浩 適当な英文メールで、地区大会に向けて、李東建元 RI会長との諸連絡係を務めております。 

柿沼パスト他、皆様、本日は、地区大会の成功のため、宜しくお願いします。 

  
杉岡榮治 柿沼利明パスト会長、宜しくお願いします。 

  
鈴木操 いつもお世話になります。本日は、都合で、途中失礼致します。 

  
高橋采子 地区大会についてのお話、柿沼パスト会長、ご指導宜しくお願いします。 

  
田口精二 柿沼利明パスト会長、卓話、シッカリと聞き、勉強させて頂きます。 

  
武澤郁夫 柿沼さん、卓話ありがとうございます。 

  
白戸里美 一昨日、地区研修・協議会に参加し、財団の勉強をして参りました。 

頭が一杯になり、来年度が不安になりましたが、精一杯頑張りたいと思います。 

  
白戸輝子 会員卓話「地区大会にあたり」第 4 部会長、柿沼利明パスト会長「パスト会長の一言」楽しみ

です。よろしくお願い致します。 

  
福江眞隆 昨日のゴルフは、楽しく回りましたが、スコアは、・・・。 

また、頑張ります。 

  
福田優子 江口会長さん、お大事にしてください。 

柿沼パスト会長さん、「地区大会にあたり」卓話よろしくお願いします。 

  
星野龍肇 柿沼利明様、本日は、よろしくお願い致します。 

  
松井実 柿沼パスト会長様、綿密なる下準備、お疲れ様です。 

本日は卓話ありがとうございます。 

  
三ヶ尻智昭 よろしくお願い致します。 

  
森敏夫 柿沼パスト会長、地区大会、お役目ご苦労さんです。よろしくお願い致します。 

 

  

本日の小計 年度累計 年度目標 達成率 

￥64,000 ￥2,368,000 ￥2,000,000 118.40％ 
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第 4部会長 柿沼利明パスト会長 

本日お配りしてございます書面をご覧いただきながら、進めたいと思います。 

第 1 日目のお昼、これを準備するわけですが、各種委員会の方々がとられることになります。これは、

少人数でよろしいかと思います。したがいまして、午後からの会長、幹事さん、地区委員さんは、お昼の

用意がございませんので、食事を済ませてから、おいでいただきます。 

最大は、晩餐会であります。RI 会長代理、広瀬ガバナーの時の RI 会長、李東建さんがご夫妻で、おい

でになります。お名前の読み方は、ドン カン リイとなります。 

3つ目に大事なことは、2日目の会議を終えてからの大懇親会です。 

なんどか参加していらっしゃる方は、ご存じのように、午後 1時をまわってからの会場移動と開宴まで

が難所となります。詳細は、印刷物をご覧ください。 

 

案内誘導係長 石川久地区副幹事 

1日目は、スムーズに行けるかと思います。 

2日目の大懇親会会場への移動です。係員 12名、池田さん、板橋さん、植木さん、海老

沼さん、大野さん、大橋さん、岡村さん、小倉さん、木塚さん、星野さん、三田さんと私

です。 

当日は、矢印の案内板を手に持っていただき、誘導して頂きます。当日の 12時、プログラムでは、RI会

長代理退場の後、会場の外で待ち合わせをしたいと思います。 

詳細は、当日ご説明致しますので、よろしくお願い致します 

 

会食合図ご案内係 土方信太郎地区副幹事 

地区委員の方々も含めての人数となりますが、江口さん、須永さん、山崎さん、佐谷さ

ん、高橋さん、桑原さん、小森谷さん、江口紀久江さん、の会長幹事と地区委員さん、そ

して、小林さん、小山さん、杉岡さん、鈴木さん、武澤さん、豊田さん、白戸里美さん、白

戸輝子さん、福江さん、福富さん、プラス衛星クラブの皆さん 6 名、以上の皆さんで対応

いたします。 

女性会員を中心に、配置をと考えておりますが、詳細配置につきましては、後日お知らせいたします。 

 

柿沼利明パスト会長「パスト会長の一言」 

入って良かった、いて良かったロータリークラブ 

2007～08杉岡年度で会報委員長を仰せつかりまして、杉岡会長より表題の「入って良か

った、いて良かったロータリークラブ」をテーマに投稿を貰ってくださいとのご指示によ

り、当時多くの方からその時の思いを紙面に表して頂きました事を思い出しまして私の文

面（一部加除訂正あり）を紹介してパスト会長からの一言に代えさせて頂きます。 

私が古河東ロータリークラブに入会したのは平成 10年 8月の鈴木年度でした。 

あの感動の日から既に 10年が経過しました。 

あの日は忘れもしない入会式でした。外は大雨、移動例会の夕涼み会、皆さん気さくに声をかけてくれ

ました。そして全員と固い握手。 

それから長いようで短い 10 年でありましたが、入って良かったことは、やはり皆さんと巡り合え、知

り会えたことです。そして、いて良かった事は、ロ－タリ－を学ぶことにより自分自身を見つめ直せたよ

うな気がします。特に委員長を仰せ付かるとその分野に関し深く知り、内外の知り合いが出来、ロ－タリ

「地区大会にあたり」 
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－や人に教えられ、そこで自分に振り返って物事の判断材料になる。 

これこそ、「最もよく奉仕するもの、最も多く報われる」言わば、必ず自分自身に返ってくるという事な

るわけです。しかし、残念なこともありました。それは退会等によるお別れです。種々の理由があると思

いますが、明るくありがたいお別れは出来ないものでしょうか。知りあえても別れてしまってはゼロとな

ってしまいます。よく著名人が亡くなるとその方が持っている才能まで天国へ持って行ってしまう。と話

されることがありますが、それに似ています。 

万事全てはうまくはいかない象徴かと思います。「人間万事塞翁が馬」といったところでしょうか。 

しかし前向きに、「入って良かった、いて良かった古河東ロータリークラブ」で締めさせて頂きます。 

 

 

例会日程 例会会場 内 容 

第 1793 回例会 

5 月 9 日（火） 
古河商工会議所 

◆会員卓話「1 年を振り返って」 

佐谷道浩クラブ奉仕委員長（会員組織委員長） 

海老沼堯会員増強委員長（SAA）／大野裕子広報委員長 

豊田慧会員選考委員長／三田浩市ロータリー情報委員長 

第 1794 回例会 

5 月 16 日（火）↓ 

5 月 18 日（木） 

川越市 
◆移動例会 

秦野名水ロータリークラブ・古河東ロータリークラブ合同例会 

第 1795 回例会 

5 月 23 日（火） 
古河商工会議所 

◆第 12 回理事会 

◆会員卓話「1 年を振り返って」 

土方信太郎クラブ管理運営委員長／小林好子出席委員長 

田口精二親睦活動委員長／森敏夫プログラム委員長 

松本幸子クラブ会報委員長／植木静子雑誌委員長 

海老沼堯友好クラブ委員長 

第 1796 回例会 

5 月 30 日（火）↓ 

5 月 27・28 日（土・日） 

つくば市 ◆移動例会 地区大会 

地区行事他 白戸仲久地区ガバナーテーマ「ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを」 

5 月 6 日（土） ローターアクト地区大会  

5 月 27･28 日（土･日） 
地区大会 

（古河東 RC 担当あり） 
27 日 晩餐会準備と受付、28 日 大懇親会準備 

6 月 10～14 日（土～水） 国際大会 米国 アトランタ 

 

 

◆例会を欠席する時は前日までに幹事又はＳＡＡまでご連絡ください。 

幹 事：須永恵子 e-mail sunaga-bs@s3.dion.ne.jp 0280-48-0639 / FAX 0280-48-5070 

S A A：海老沼堯 e-mail nogijinja@yahoo.co.jp 0280-55-0208 / FAX 0280-55-0208 

◆原稿の送信先は、e-mail nemunoki3956@ybb.ne.jp 又は FAX0280-84-3929 （松本）までお願いします。 

創 立：1982 年（ 昭和 57 年 7 月 6 日） URL：http://www.kogaeast.jp 週報他、例会等の詳細情報はホームページをご覧くださ

い。 例会日時：火曜日（ PM12:30～13:30） 例会場：古河商工会議所3F（ 古河市鴻巣1189-4 電話0280-48-6000 FAX0280-48-6006） 

文 責：古河東ロータリークラブ会報 IT 委員会 [松本・松井・福富] 


